
令和４年９月３０日 

各 位 

上 小 剣 道 連 盟 

会長 藤極 清隆 

 

上小剣道連盟創立７０周年記念 兼 

上田市民総合体育大会 審判員・運営委員委嘱の件（依頼） 
 
 拝啓 初秋の候、皆様には益々御健勝の事と拝察申し上げます。 

日頃は当連盟の事業に対し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

上小剣道連盟創立７０周年に際して標記大会におきまして貴台に審判員・運営委員 

（詳細は裏面参照）を委嘱いたします。何卒ご承引の程お願いいたします。 

敬 具 

-------------------------------＜ 記 ＞------------------------------- 

（主管）７０周年実行委員長 檀原 勇 

 

１.場 所  上田市自然運動公園総合体育館（住所：上田市下之郷乙 935 電話：0268-38-7195） 

２.日 程  令和４年１０月１６日（日） 

      運営委員集合     ８：３０（駐車場係は７：３０～９：００予定） 

      受付開始      ８：４０～  ９：１０ 

    審判監督会議     ９：００～ ９：２５(サブアリーナ) 

保護者補助員説明会議   ９：００～ ９：２５(会議室１F) 

      開会式・式典  ９：３０～ ９：５０ 

      演  武     １０：００～１０：２５ 

      試合開始        １０：３０（予定） 

       閉会式         １３：３０（予定）昼食時間なし 

 

※前日準備会を下記日程で行います。審判・運営委員また各分団の保護者はお集りください。。 

  １０月１５日（土）１８：００～２１：００ 

終了後に、「新型コロナウィルスが収束までの暫定的な審判法」の運用について確認したい 

と思います。特に審判に立たれる先生方には是非ご参加ください。事前に全剣連 HP 掲載の 

説明動画を是非ご覧いただきますようお願いいたします。 

（QR コードを読み取ると上記の YouTube 動画が見られます） 

 

当日は、コロナ対策としてのマスク着用と検温・問診表の提出がございます。お手数ですが、 

同封いたしました検温・問診表をご記入いただき当日忘れず、提出をお願いいたします。 

（裏面へ） 



 

３. 委嘱名簿 

救  護   櫻井 理恵 

 

当日は昼食の時間はありませんが審判員・運営委員にはお弁当を用意してあります。 

また、上小剣道連盟会員向けには、創立７０周年記念品も忘れず、お持ち帰りください。 

 

本件に関するお問い合わせ先：（主管）上小剣道連盟・７０周年実行委員長 檀原 勇 携帯 090-3149-4632, 

           もしくは事務局長（佐藤）携帯 090-8853-4302E-mail: kenshi-65@jupiter.sannet.ne.jp 

 

             

 第 1 試合場 第２試合場 第３試合場 第４試合場 第５試合場 第６試合場 

審判主任 澤田かおり 豊殿 清水 亨 丸子 大木 恵満  塩田 綱島 範士 塩田 田村 勇剛 青木 宮下 和樹 剣連 

審 判 員 

木下 秀司 神科 北澤 良男 剣連 森澤 隼門 豊殿 小林 俊介 中央 小林 純子 中央 坂下 繁行 塩田 

牧野 令士 剣連 山本 慎一 剣連 下形 眞生 剣連 山邉 綾恵 東 綱島 修一 剣連 小山 和志 南 

矢ヶ崎 紅 東 舟久保隆洋 長和 飛知和美恵 東 依田 博史 剣連 関 泰丈 川西 荻原 誠 神科 

吉田 将太 剣連 渡邉 孝之 南 柏倉 商三 真田 石黒 徹 神科 依田 裕忠 和 荒井清一郎 青木 

田中 昌彦 真田 八巻 謙治 剣連 中沢 公哉 東御 安田 明正 中央 矢ヶ崎心哉 神科 池田 政信 丸子 

栁沢 伸哉 東御 山科 亮太 剣連 花村 伸章 青木 山浦 和也 和 中山 史子 真田 久保田照幸 川西 

                    山口 尚人 丸子 

試合場係 酒井 早苗 青木 順子 井上 夏希 堀本 昌利 大澤 貴雄 児玉 幸優 

分団保護者

補助員 4 名  

塩田 東 中央 青木 真田 神科 

東御 豊殿 丸子 長和 川西 和 

集計係 涌井 仁史 石山 裕一         

受付係 ◎高野 智宏 酒井 早苗 竹内 啓子 櫻井 理恵   岡村さつき  南２名 

駐車場係 ◎佐藤 博 大澤 貴雄 石山 裕一 小山 和志 池田 政信 涌井 仁史 

 阿部 敏郎      



必要⼈数分をコピーしてお使い願います（ 2022-7⽉30⽇以降） 上⼩（上⽥）剣道連盟  令和 ４ 年   ⽉   ⽇

参加者確認票（検温・行動履歴問診票）　７０周年記念大会兼・上田市総体剣道大会、参加者、役員共用

学年

（大会時の緊急事態に備えて、確実に連絡の取れる方の連絡先）

下記の問診に○×記⼊、⼀つでも○がある場合は参加をご遠慮願います。（感染の疑いのある⽅と接触があった場合、３⽇間は健康観察し⾏事参加は不可）

    項目

日付

体温（℃）
風邪の症状はある

か？

強い怠さや息苦し

さはあるか？

海外から１週間以

内に帰国し体調に

異常はあるか？

（国名）

帰国者と１週間以

内に接触し体調に

異常はあるか？

（国名）

同居家族に発熱症

状はあるか？

感染疑いのある方

と接触して３日以

内か？

自身がコロナ陽性

者の濃厚接触に該

当するか？

左の質問で全て

×か？

1 10/10

10/11

10/12

10/13

10/14

10/15

7 10/16

レ点を入れて下さい　　□参加者、　□役員、ご来賓 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フリガナ

※個⼈情報については、
本⼤会の為のみに利⽤
し、後⽇破棄します

〒 住所

電話番号 緊急連絡先（続柄）

かぜ つよ だる どうきょかぞく
かんせんうたがい


